
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-17059 福井県立病院 〒910-8526 一般       668（一般入院）第2号         平成30年 1月 1日
     福井市四ツ井２－８－１ 一般（感染） 病棟種別:一般
     0776-54-5151  (0776-57-2945)              4 病床区分:一般
     結核        10 病棟数:11棟
     精神       198 病床数:500床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-17117 福井赤十字病院 〒918-8501 一般       586（一般入院）第1号         平成30年 4月 1日
     福井市月見２－４－１ 結核        10 病棟種別:一般
     0776-36-3630  (0776-36-4133) 一般（感染） 病床区分:一般
     　　感染     4 病棟数:11棟
     病床数:487床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-17323 医療法人　初生会　福〒910-0003 一般        20（一般入院）第164号       平成29年 4月 1日
     井中央クリニック 福井市松本４丁目５－１０ 療養        30 病棟種別:一般
     0776-24-2410  (0776-24-2467) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:急性期一般入院料６
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-17539 福井循環器病院 〒910-0833 一般       199（一般入院）第20号        平成28年10月 1日
     福井市新保２丁目２２８ 病棟種別:一般
     0776-54-5660  (0776-53-2132) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:156床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-17711 岩井病院 〒910-0859 一般        42（一般入院）第243号       平成24年 4月 1日
     福井市日之出２－１５－１０ 療養       180 病棟種別:一般
     0776-24-0306  (0776-26-2016) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-18297 藤田記念病院 〒910-0004 一般        74（一般入院）第167号       平成27年 2月 1日
     福井市宝永４丁目１５－７ 病棟種別:一般
     0776-21-1277  (0776-24-2117) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:59床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    701-18701 福井厚生病院 〒918-8537 一般       158（一般入院）第28号        平成29年 8月 1日
     福井市下六条町２０１ 精神        50 病棟種別:一般
     0776-41-3377  (0776-41-3372) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:82床
     区分:急性期一般入院料６
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-18909 福井県済生会病院 〒918-8503 一般       456（一般入院）第74号        平成29年 1月 1日
     福井市和田中町舟橋７－１ 結核         4 病棟種別:一般
     0776-23-1111  (0776-28-8518) 病床区分:一般
     病棟数:9棟
     病床数:377床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-18933 つくし野病院 〒910-0102 一般        47（一般入院）第83号        平成28年10月 1日
     福井市川合鷲塚町４９－６－１ 療養        22 病棟種別:一般
     0776-55-1800  (0776-55-1780) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:急性期一般入院料４
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-19204 安川病院 〒910-0836 一般        80（一般入院）第128号       平成30年 4月 1日
     福井市大和田２丁目１０８番地 病棟種別:一般
     0776-52-2800  (0776-52-2809) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:地域一般入院料１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-20384 医療法人　慈豊会　田〒910-0005 一般 （一般入院）第205号       平成30年 4月 1日
     中病院 福井市大手２丁目３番１号 　　一般    52 病棟種別:一般
     0776-22-8500  (0776-22-8579) 療養 病床区分:一般
     　　療養    96 病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:地域一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1201-20418 医療法人　福井愛育病〒910-0833 一般 （一般入院）第206号       平成28年10月 1日
     院 福井市新保２丁目３０１ 　　一般   102 病棟種別:一般
     0776-54-5757  (0776-54-5781) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:102床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-20434 大滝病院 〒910-0029 一般        33（一般入院）第207号       平成28年 9月 1日
     福井市日光１－２－１ 療養        77 病棟種別:一般
     0776-23-3215  (0776-26-6023) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:33床
     区分:急性期一般入院料６
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-20756 さくら病院 〒918-8017 療養        34（一般入院）第249号       平成30年 4月 1日
     福井市下荒井町２１－４４－１ 一般        29 病棟種別:一般
     0776-39-1600  (0776-39-1601) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:29床
     区分:地域一般入院料１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-21390 福井総合病院 〒910-8561 一般 （一般入院）第246号       平成28年10月 1日
     福井市江上町第５８号１６番地１　　一般   315 病棟種別:一般
     0776-59-1300  (0776-59-2538) 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:195床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1602-14070 市立敦賀病院 〒914-8502 一般       330（一般入院）第124号       平成29年10月 1日
     敦賀市三島町１－６－６０ 一般（感染） 病棟種別:一般
     0770-22-3611  (0770-22-6702)              2 病床区分:一般
     病棟数:6棟
     病床数:255床
     区分:急性期一般入院料４
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1702-14211 泉ヶ丘病院 〒914-0028 一般        33（一般入院）第93号        平成30年 4月 1日
     敦賀市中８１号岩ヶ鼻１－１１ 療養        83 病棟種別:一般
     0770-22-7700  (0770-22-6868) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:33床
     区分:地域一般入院料１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1803-14383 医療法人　林病院 〒915-8511 一般       216（一般入院）第104号       平成29年 7月 1日
     越前市府中１－５－７ 病棟種別:一般
     0778-22-0336  (0778-23-4014) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1903-14581 医療法人　笠原病院 〒915-8502 一般        43（一般入院）第150号       平成24年 5月 1日
     越前市塚町２１４ 療養        60 病棟種別:一般
     0778-23-1155  (0778-22-3633) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2003-14599 財団医療法人　中村病〒915-0068 一般       199（一般入院）第154号       平成30年 3月 1日
     院 越前市天王町４－２８ 病棟種別:一般
     0778-22-0618  (0778-22-6220) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:171床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2104-14068 杉田玄白記念　公立小〒917-8567 一般       296（一般入院）第114号       平成30年 5月 1日
     浜病院 小浜市大手町２－２ 療養        50 病棟種別:一般
     0770-52-0990  (0770-52-0974) 精神       100 病床区分:一般
     結核         8 病棟数:5棟
     一般（感染） 病床数:228床
     　　感染     2 区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2205-14180 広瀬病院 〒912-0087 一般        41（一般入院）第158号       平成24年 4月 1日
     大野市城町１０－１ 病棟種別:一般
     0779-66-3510  (0779-66-3777) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:41床
     区分:地域一般入院料３



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2305-14313 阿部病院 〒912-0081 一般        42（一般入院）第191号       平成24年 4月 1日
     大野市元町８番６号 病棟種別:一般
     0779-66-2230  (0779-66-5668) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2406-14246 独立行政法人地域医療〒911-8558 一般       195（一般入院）第156号       平成28年 9月 1日
     機能推進機構　福井勝勝山市長山町２－６－２１ 一般（感染） 病棟種別:一般
     山総合病院 0779-88-0350  (0779-88-3739)              4 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:158床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2507-14111 高村病院 〒916-0018 一般        30（一般入院）第48号        平成24年 4月 1日
     鯖江市幸町１－２－２ 療養        33 病棟種別:一般
     0778-51-2030  (0778-51-2219) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2607-14483 木村病院 〒916-0025 一般        88（一般入院）第138号       平成30年 4月 1日
     鯖江市旭町４－４－９ 療養       145 病棟種別:一般
     0778-51-0478  (0778-52-4817) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:36床
     区分:急性期一般入院料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2707-14582 公立丹南病院 〒916-8515 一般 （一般入院）第162号       平成28年 9月 1日
     鯖江市三六町１－２－３１ 　　一般   175 病棟種別:一般
     0778-51-2260  (0778-52-8620) 一般（感染） 病床区分:一般
     　　感染     4 病棟数:3棟
     病床数:132床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2807-14624 広瀬病院 〒916-0025 一般 （一般入院）第163号       平成24年 4月 1日
     鯖江市旭町１－２－８ 　　一般    32 病棟種別:一般
     0778-51-3030  (0778-51-5978) 療養 病床区分:一般
     　　療養   134 病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:地域一般入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2907-14723 斎藤病院 〒916-0033 一般        50（一般入院）第223号       平成24年 4月 1日
     鯖江市中野町６－１－１ 療養        40 病棟種別:一般
     0778-51-0593  (0778-53-1597) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3008-10133 加納病院 〒919-0633 一般        40（一般入院）第153号       平成24年10月 1日
     あわら市花乃杜１－２－３９ 病棟種別:一般
     0776-73-1001  (0776-73-1661) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3108-10190 木村病院 〒919-0634 一般 （一般入院）第247号       平成27年10月 1日
     あわら市北金津第５７号２５番地　　一般   133 病棟種別:一般
     0776-73-3323  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3217-14268 藤田神経内科病院 〒910-0367 一般        44（一般入院）第68号        平成30年 4月 1日
     坂井市丸岡町羽崎３１－１２－１ 病棟種別:一般
     0776-67-1120  (0776-67-0282) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:地域一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3317-15133 宮﨑病院 〒913-0046 一般 （一般入院）第238号       平成18年 4月 1日
     坂井市三国町北本町２－２－６ 　　一般    30 病棟種別:一般
     0776-82-1002  (0776-82-6713) 療養 病床区分:一般
     　　療養    30 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3417-15208 坂井市立三国病院 〒913-8611 一般       105（一般入院）第239号       平成28年10月 1日
     坂井市三国町中央１丁目２－３４ 病棟種別:一般
     0776-82-0480  (0776-82-5768) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:105床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3517-15323 春江病院 〒919-0476 一般       137（一般入院）第248号       平成29年 1月 1日
     坂井市春江町針原第６５号７番地 病棟種別:一般
     0776-51-0029  (0776-51-6163) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3620-14288 越前町国民健康保険織〒916-0215 一般        55（一般入院）第232号       平成29年 4月 1日
     田病院 丹生郡越前町織田１０６－４４－ 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     0778-36-1000  (0778-36-1001) 病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:急性期一般入院料４
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3723-14019 独立行政法人地域医療〒919-2293 一般        40（一般入院）第23号        平成30年 4月 1日
     機能推進機構　若狭高大飯郡高浜町宮崎８７－１４－２療養        75 病棟種別:一般
     浜病院 0770-72-0880  (0770-72-1240) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:地域一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3824-10023 レイクヒルズ美方病院〒919-1301 一般        42（一般入院）第209号       平成25年 8月 1日
     三方上中郡若狭町気山３１５－１療養        58 病棟種別:一般
     －９ 病床区分:一般
     0770-45-1131  (0770-45-2420) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3980-10017 独立行政法人　国立病〒914-0195 一般       270（一般入院）第17号        平成29年10月 1日
     院機構　敦賀医療セン敦賀市桜ケ丘町３３－１ 結核         3 病棟種別:一般
     ター 0770-25-1600  (0770-25-7409) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:125床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4080-10033 独立行政法人　国立病〒910-4272 一般       172（一般入院）第15号        平成30年 4月 1日
     院機構　あわら病院 あわら市北潟２３８－１ 病棟種別:一般
     0776-79-1211  (0776-79-1249) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:急性期一般入院料４
     ＡＤＬ維持向上等体制加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-17133 福仁会病院 〒910-0017 療養        33（療養入院）第94号        平成30年 4月 1日
     福井市文京５丁目１０－１ 精神       220 病棟種別:療養
     0776-22-7133  (0776-21-7132) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:33床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-17323 医療法人　初生会　福〒910-0003 一般        20（療養入院）第58号        平成28年10月 1日
     井中央クリニック 福井市松本４丁目５－１０ 療養        30 病棟種別:療養
     0776-24-2410  (0776-24-2467) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-17711 岩井病院 〒910-0859 一般        42（療養入院）第18号        平成30年 4月 1日
     福井市日之出２－１５－１０ 療養       180 病棟種別:療養
     0776-24-0306  (0776-26-2016) 病床区分:療養
     病棟数:3棟
     病床数:180床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-18198 福井リハビリテーショ〒910-0046 療養       175（療養入院）第104号       平成30年 4月 1日
     ン病院 福井市南楢原町２０字大畑２ 病棟種別:療養
     0776-59-1126  (0776-59-1922) 病床区分:療養
     病棟数:3棟
     病床数:139床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-18933 つくし野病院 〒910-0102 一般        47（療養入院）第75号        平成28年10月 1日
     福井市川合鷲塚町４９－６－１ 療養        22 病棟種別:療養
     0776-55-1800  (0776-55-1780) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:22床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-19949 冨永病院 〒918-8004 療養        42（療養入院）第32号        平成30年 4月 1日
     福井市西木田３－４－２６ 病棟種別:療養
     0776-36-1841  (0776-34-0112) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    701-20178 福井温泉病院 〒910-0041 療養 （療養入院）第53号        平成30年 2月 1日
     福井市天菅生町７字一ノ久保６８　　療養    90 病棟種別:療養
     番１ 病床区分:療養
     0776-59-1311  (0776-59-1973) 病棟数:2棟
     病床数:72床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-20384 医療法人　慈豊会　田〒910-0005 一般 （療養入院）第68号        平成28年10月 1日
     中病院 福井市大手２丁目３番１号 　　一般    52 病棟種別:療養
     0776-22-8500  (0776-22-8579) 療養 病床区分:療養
     　　療養    96 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-20756 さくら病院 〒918-8017 療養        34（療養入院）第95号        平成30年 2月 1日
     福井市下荒井町２１－４４－１ 一般        29 病棟種別:療養
     0776-39-1600  (0776-39-1601) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:34床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1002-14211 泉ヶ丘病院 〒914-0028 一般        33（療養入院）第27号        平成30年 5月 1日
     敦賀市中８１号岩ヶ鼻１－１１ 療養        83 病棟種別:療養
     0770-22-7700  (0770-22-6868) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:33床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1103-14151 医療法人　相木病院 〒915-0814 療養        34（療養入院）第25号        平成24年 4月 1日
     越前市中央２－９－４０ 病棟種別:療養
     0778-22-1607  (0778-22-1600) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:34床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1203-14557 池端病院 〒915-0861 療養        30（療養入院）第42号        平成28年 4月 1日
     越前市今宿町８－１ 病棟種別:療養
     0778-23-0150  (0778-24-2363) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1303-14581 医療法人　笠原病院 〒915-8502 一般        43（療養入院）第26号        平成28年10月 1日
     越前市塚町２１４ 療養        60 病棟種別:療養
     0778-23-1155  (0778-22-3633) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1403-14771 一般財団法人　今立中〒915-0242 療養        75（療養入院）第29号        平成28年 4月 1日
     央病院 越前市粟田部町３３－１ 病棟種別:療養
     0778-42-1800  (0778-42-2315) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:37床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1504-14068 杉田玄白記念　公立小〒917-8567 一般       296（療養入院）第103号       平成30年 3月 1日
     浜病院 小浜市大手町２－２ 療養        50 病棟種別:療養
     0770-52-0990  (0770-52-0974) 精神       100 病床区分:療養
     結核         8 病棟数:1棟
     一般（感染） 病床数:50床
     　　感染     2 区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1604-14274 田中病院 〒917-0241 療養       120（療養入院）第54号        平成29年 4月 1日
     小浜市遠敷１０丁目６０１－１ 病棟種別:療養
     0770-56-5353  (0770-56-5522) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:76床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1705-14347 医療法人　キラキラ会〒912-0026 療養        49（療養入院）第107号       平成28年 4月 1日
     　松田病院 大野市要町１－１３ 病棟種別:療養
     0779-66-3238  (0779-66-1655) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1805-14354 医療法人　清翔会　尾〒912-0083 一般 （療養入院）第98号        平成30年 4月 1日
     崎病院 大野市明倫町１１－２ 　　一般    20 病棟種別:療養
     0779-66-3067  (0779-66-1916) 療養 病床区分:療養
     　　療養    60 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1907-14111 高村病院 〒916-0018 一般        30（療養入院）第28号        平成24年 4月 1日
     鯖江市幸町１－２－２ 療養        33 病棟種別:療養
     0778-51-2030  (0778-51-2219) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:33床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2007-14483 木村病院 〒916-0025 一般        88（療養入院）第101号       平成28年 4月 1日
     鯖江市旭町４－４－９ 療養       145 病棟種別:療養
     0778-51-0478  (0778-52-4817) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2107-14558 谷川病院 〒916-0026 療養        36（療養入院）第16号        平成30年 4月 1日
     鯖江市本町４丁目３番１４号 病棟種別:療養
     0778-51-4132  (0778-52-4627) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:36床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2207-14624 広瀬病院 〒916-0025 一般 （療養入院）第13号        平成30年 4月 1日
     鯖江市旭町１－２－８ 　　一般    32 病棟種別:療養
     0778-51-3030  (0778-51-5978) 療養 病床区分:療養
     　　療養   134 病棟数:3棟
     病床数:134床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2307-14723 斎藤病院 〒916-0033 一般        50（療養入院）第86号        平成30年 4月 1日
     鯖江市中野町６－１－１ 療養        40 病棟種別:療養
     0778-51-0593  (0778-53-1597) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2417-15133 宮﨑病院 〒913-0046 一般 （療養入院）第97号        平成30年 4月 1日
     坂井市三国町北本町２－２－６ 　　一般    30 病棟種別:療養
     0776-82-1002  (0776-82-6713) 療養 病床区分:療養
     　　療養    30 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2520-14056 伊部病院 〒916-0147 療養        23（療養入院）第44号        平成28年10月 1日
     丹生郡越前町内郡１１号１番地、結核        12 病棟種別:療養
     ２番地 病床区分:療養
     0778-34-0220  (0778-34-2587) 病棟数:1棟
     病床数:11床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2623-14019 独立行政法人地域医療〒919-2293 一般        40（療養入院）第39号        平成28年10月 1日
     機能推進機構　若狭高大飯郡高浜町宮崎８７－１４－２療養        75 病棟種別:療養
     浜病院 0770-72-0880  (0770-72-1240) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2724-10023 レイクヒルズ美方病院〒919-1301 一般        42（療養入院）第90号        平成30年 4月 1日
     三方上中郡若狭町気山３１５－１療養        58 病棟種別:療養
     －９ 病床区分:療養
     0770-45-1131  (0770-45-2420) 病棟数:1棟
     病床数:58床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 結核病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-17059 福井県立病院 〒910-8526 一般       668（結核入院）第2号         平成30年 4月 1日
     福井市四ツ井２－８－１ 一般（感染） 病棟種別:結核
     0776-54-5151  (0776-57-2945)              4 病棟数:1棟
     結核        10 病床数:6床
     精神       198 区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-17117 福井赤十字病院 〒918-8501 一般       586（結核入院）第1号         平成30年 4月 1日
     福井市月見２－４－１ 結核        10 病棟種別:結核
     0776-36-3630  (0776-36-4133) 一般（感染） 病棟数:1棟
     　　感染     4 病床数:10床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-18909 福井県済生会病院 〒918-8503 一般       456（結核入院）第74号        平成24年 4月 1日
     福井市和田中町舟橋７－１ 結核         4 病棟種別:結核
     0776-23-1111  (0776-28-8518) 病棟数:1棟
     病床数:4床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    404-14068 杉田玄白記念　公立小〒917-8567 一般       296（結核入院）第117号       平成26年 8月 1日
     浜病院 小浜市大手町２－２ 療養        50 病棟種別:結核
     0770-52-0990  (0770-52-0974) 精神       100 病床数:8床
     結核         8 区分:７対１入院基本料
     一般（感染）
     　　感染     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 精神病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-17059 福井県立病院 〒910-8526 一般       668（精神入院）第2号         平成30年 1月 1日
     福井市四ツ井２－８－１ 一般（感染） 病棟種別:精神
     0776-54-5151  (0776-57-2945)              4 病床区分:精神
     結核        10 病棟数:2棟
     精神       198 病床数:101床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-17133 福仁会病院 〒910-0017 療養        33（精神入院）第44号        平成27年 7月 1日
     福井市文京５丁目１０－１ 精神       220 病棟種別:精神
     0776-22-7133  (0776-21-7132) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-18701 福井厚生病院 〒918-8537 一般       158（精神入院）第28号        平成28年 2月 1日
     福井市下六条町２０１ 精神        50 病棟種別:精神
     0776-41-3377  (0776-41-3372) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１５対１入院基本料
     精神保健福祉士配置加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-20277 三精病院 〒918-8018 精神       120（精神入院）第163号       平成24年 4月 1日
     福井市大島町柳２０５番地 病棟種別:精神
     0776-36-5622  (0776-36-5071) 病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:120床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-20475 福井病院 〒910-3113 精神       212（精神入院）第164号       平成29年 5月 1日
     福井市江上町５５－２０－４ 病棟種別:精神
     0776-59-6600  (0776-59-6610) 病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:92床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    603-14029 武生記念病院 〒915-0816 精神       180（精神入院）第155号       平成24年 4月 1日
     越前市小松２－７－２５ 病棟種別:精神
     0778-22-2887  (0778-21-0675) 病床区分:精神
     病棟数:4棟
     病床数:180床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 精神病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    704-14068 杉田玄白記念　公立小〒917-8567 一般       296（精神入院）第156号       平成24年 4月 1日
     浜病院 小浜市大手町２－２ 療養        50 病棟種別:精神
     0770-52-0990  (0770-52-0974) 精神       100 病床区分:精神
     結核         8 病棟数:2棟
     一般（感染） 病床数:100床
     　　感染     2 区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    807-14038 みどりケ丘病院 〒916-0021 精神       198（精神入院）第36号        平成24年 8月 1日
     鯖江市三六町１－２－６ 病棟種別:精神
     0778-51-1370  (0778-51-1487) 病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:185床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 特定機能病院入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    180-10058 福井大学医学部附属病〒910-1193 一般       559（特定入院）第1号         平成28年10月 1日
     院 吉田郡永平寺町松岡下合月２３－精神        41 病棟種別:一般
     ３ 病床区分:一般
     0776-61-3111  (0776-61-8605) 病棟数:11棟
     病床数:507床
     区分:７対１入院基本料
     病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:41床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 障害者施設等入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-19204 安川病院 〒910-0836 一般        80（障害入院）第8号         平成29年 9月 1日
     福井市大和田２丁目１０８番地 病棟種別:一般
     0776-52-2800  (0776-52-2809) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:33床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-21119 福井県こども療育セン〒910-0846 一般 （障害入院）第10号        平成19年 4月 1日
     ター 福井市四ツ井２丁目８－１ 　　一般    50 病棟種別:一般
     0776-53-6570  (0776-53-6576) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    307-14483 木村病院 〒916-0025 一般        88（障害入院）第6号         平成30年 4月 1日
     鯖江市旭町４－４－９ 療養       145 病棟種別:一般
     0778-51-0478  (0778-52-4817) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    408-10190 木村病院 〒919-0634 一般 （障害入院）第11号        平成24年 4月 1日
     あわら市北金津第５７号２５番地　　一般   133 病棟種別:一般
     0776-73-3323  病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:83床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    580-10017 独立行政法人　国立病〒914-0195 一般       270（障害入院）第7号         平成30年 4月 1日
     院機構　敦賀医療セン敦賀市桜ケ丘町３３－１ 結核         3 病棟種別:一般
     ター 0770-25-1600  (0770-25-7409) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:120床
     区分:１０対１入院基本料
     看護補助加算（障害者施設等入
     院基本料の注９）：有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    680-10033 独立行政法人　国立病〒910-4272 一般       172（障害入院）第3号         平成18年 6月 1日
     院機構　あわら病院 あわら市北潟２３８－１ 病棟種別:一般
     0776-79-1211  (0776-79-1249) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:120床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


